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安全上のご注意は必ずお守りください
誤った使い方をしたときに生じる危険の程度を、次の表示で区分して、説明しています。

	 	 死亡や重傷などの危険のおそれがあるものです。

	 	 傷害や家屋などの損害のおそれがあるものです。

お守りしていただく内容を、次の図記号で説明しています。

絶 対 に行わ
な い で くだ
さい

絶 対 に触 れ
な い で くだ
さい

絶 対に分 解
しないでくだ
さい

絶 対 に水 に
ぬらさないで
ください

絶 対 にぬ れ
た 手で 触 れ
な い で くだ
さい

浴 室や台 所
などで 使 わ
ないでくださ
い。

気を付けてく
ださい

必 ず 指 示 に
従 っ て くだ
さい

必 ず 電 源プ
ラグをコンセ
ントから抜い
てください

日本語
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電源プラグを

抜く

変なにおいがしたり、内部
に物が入ったときなど、異
常や故障があった時は、直
ぐに電源プラグを抜く
火災や感電の原因になります。
直ぐに電源を切り、コンセント
から電源プラグを抜いて、販売
店に修理のご相談をしてくだ
さい。

	
禁止

ACアダプター、電源コー
ドを傷つけない
・無理に曲げない
・ねじらない
・引っ張らない
・物をのせない

・束ねない

火災や感電の原因になりま
す。

ACアダプターや電源コード
の修理は販売店にご相談く
ださい。

	
禁止

必ずAC100Vで、タコ足配線
をしないで、お使いください
火災や感電の原因になります。

	
水ぬれ禁止

ACアダプターは水にぬら
さない
火災や感電の原因になりま
す。

接触禁止

雷が鳴ったら、本体、ACアダ
プター、電源プラグ、アンテ
ナ線に触れない
感電の原因になります。 	

ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの
抜き差しをしない
感電の原因になります。

	
禁止

内部に物や水を入れない
火災や感電の原因になります。

お子様に注意してください。

内部に物が入ったときは、販売
店にご相談ください。

	
分解禁止

分解・改造をしない
感電や火災の原因になりま
す。

	
禁止

破損した場合は、電源プラグ
を抜いて、使わない
落としたり、ぶつけたりして破損
した場合は、直ちに電源プラグ
を抜いて、使わないでください。

火災や感電の原因になります。

	
禁止

電池は、幼児の手の届くと
ころに置かない
誤って飲み込むと、窒息する
危険があります。
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不安定な場所に置かない
落ちたり、倒れたりしたときに、
けがの原因になります。

風通しの悪いところに置
かない
内部に熱がこもると、火災や
故障の原因になります。

温度が高いところや、湿気が
多いところでは使わない

・直射日光の当たる場所
・車の中
・ストーブの近く
・浴室や台所

火災や感電の原因になります。

電源に接続した状態で移
動させない
ACアダプター、電源コードが
傷つき、火災や感電の原因に
なります。

必ず付属専用ACアダプタ
ーを使う
付属品以外のACアダプターを
使用すると、火災や感電の原因
になります。

	
電源プラグを

持つ

コンセントの抜き差しは、
電源プラグを持って行う
電源コードの傷や断線が起
こると、火災や感電の原因
になります。

	
電源プラグを

抜く

長時間使わないときや、お
手入れのときは、コンセント
から必ず電源プラグを抜く
火災や感電の原因になります。

電源プラグのほこりを定
期的にとる
火災や感電の原因になりま
す。
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電波に関するご注意
本製品は、2.4　GHz帯の周波数帯域を使用しております。同じ周波数帯域を使用する他の機
器との電波干渉を避けるために、下記注意事項をお守りください。	本製品の使用周波数帯域

では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動
体識別用の構内無線局（免許が必要な無線局）、特定小電力無線局（免許が不要な無線局）お
よびアマチュア無線局（免許が必要な無線局）が運用されています。
1. 本製品を、ご使用される前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局お
よびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生
した場合には、本製品の電源を切り、当社相談窓口にご連絡いただき、混信回避のため
の処置（例えば、パーテーションの設置など）についてご相談ください。

3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対し
て有害な電波干渉の事例が発生した場合や、ご不明な点が発生した場合は、当社相談
窓口にお問い合わせください。

本製品は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けております。無線局の免許は不要です。

本製品に、次の行為を行うことは電波法で禁止されています。
•	 分解や改造を行う

•	 本製品に表示されている技術基準適合証明ラベルを消したり、はがしたりする。

使用可能範囲
•	 約１０ｍ以内の範囲で、接続するBluetooth®機器をお使いください。

•	 本製品と接続するBluetooth®機器の間に障害物がある場合や、建物の構造などによって
使用可能範囲は短くなる場合があります。

•	 他の機器との電波干渉

•	 電子レンジ、デジタルコードレス電話、その他の2.4　GHz帯を使用する機器の近くで使
用すると、音声の途切れや通信速度が遅くなることが有ります。このような場所でのご使
用はお控えください。

•	 通信時に発生した情報の漏えいについては、当社では一切の責任を負えないことをご
了承ください。
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Model One BT Instructions について
Tivoli	Audio	Model	One	BTをお買い上げいただき、ありがとうございます。

Bluetoothワイヤレス技術が搭載された本テーブルラジオは、音楽をワイヤレスで再生をす
る事が可能です。

本製品の機能を最大限にお楽しみいただくために、この取扱説明書と、安全上のご注意をよ
くお読みいただき、	よくご理解のうえ、お使いくださる様にお願いいたします。

製品の梱包箱やパッキングなどは、本製品の輸送時などに必要となりますので、保管してお
くことをお奨め	いたします。

輸送時の製品破損についての修理は、無償保証規定外の修理となりますのであらかじめご
注意ください。

この度は、チボリオーディオ製品をお選びいただき、誠にありがとうございました。
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名称と機能(前面部）

1. VOLUME KNOB: 音量ノブ

音量を上げるにはこのノブを右に、下げるには左に回します。この	ノブでヘッドホンの
音量も調節します。

2. OFF/FM/AM/BT AUX KNOB: AUX：切 / ＦＭ / ＡＭ / 補助入力ノブ

FM	放送を聴きたいときは、このノブを右に１度回します。AM	放送	を聴きたいときは、
このノブを右に２度回します。補助入力を選択し	たいときは、このノブを右に３度回し
ます。	Bluetooth	を起動したいときは、	BT	AUX	の位置に切替え、「	Bluetooth	ブルー	ト
ゥースの使い方	」項目に書かれた手順をご参照く	ださい。

3. TUNING KNOB: 選局ダイアル

アナログチューニングダイヤルを右又は左に回し、FM（ダイヤルの	上半分）又はAM（ダ
イヤルの下半分）の周波数領域に合わせ選局	できます。

4. TUNING INDICATOR: 選局表示

この表示ランプは選局状態が最良のときにより明るく光ります。

5. POWER INDICATOR: 電源表示

電源がOFF（切）以外のときに点灯し、電源が入っていることを表示	します。
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名称と機能 (背面)

1. 12VDC/1.5A:	入力端子（12VDC）

この入力は、1.5A、12VDCアダプターに使用します。	コネクタは5.5mm	/	2.1mmのセン
ターポジティブである必要があります。	無線機に付属のアダプターのみを使用してくだ
さい。	交換については、TivoliAudioに直接お問い合わせくださ	。

2. FM ANTENNA SWITCH: FMアンテナ切替えスイッチ

ＦＭ受信する際、FMアンテナを内部（INTERNAL）・外部（EXTERNAL）で切り替えて下さい。
このスイッチは	AM	の受信には関係ありません。

3. EXTERNAL FM CONNECTION: 外部FM 接続端子

付属の外部FM	アンテナをこの端子に接続し、アンテナスイッチを	「EXTERNAL」にセット
することでFM	の受信状態が良くなる場合が	あります。付属のFM	アン	テナをとりはずす
場合、黒のコネクタをしっかりとつかんで下さい。ア	ンテナを損傷させないよう、ワイヤー
を絶対に引っ張らないで下さい	。

4. EXTERNAL AM CONNECTION: 外部AM 接続端子 

別売の外部AM	アンテナをこの端子に接続するとAM	の受信状態	が良くなる場合があ
ります。
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5. HEADPHONE OUT: ヘッドホン出力端子

一人でサウンドを楽しむ時は、このステレオ出力端子にヘッドホン（別	売）を接続して下
さい。ヘッドホンをつなぐとスピーカーから音が出	なくなります。	ヘッドホンの音量は、
音量ノブで調節できます。このステレオ出力端	子には3.5mm	ステレオミニプラグを使う
ことができます。	ヘッドホンをお使いの時は、聴力を損傷しないよう、音量が大きすぎな	。

6. AUX IN: 補助入力端子

他の機器（CD	プレーヤ、MP3	プレーヤ、コンピュータ、オーディオ機器	など）を聞く場合、
そのオーディオ機器の出力部とこのステレオ補助端	子をつなぎ、前面部のOFF	/	FM	/	AM	
/	AUXノブをAUX	まで回して下	さい。AUX	まで回しても接続された機器の電源は入りま
せん。	このステレオ端子は3.5mm	ステレオミニプラグ用です。左右のステ	レオ信号を足
すことによりモノラル信号になります。	Bluetooth	機器が接続されている場合、この入力
端子は使用できませ	ん。まずBluetooth	機器の接続を外してください。

補助入力機器を使用の際は、ラジオを聴く音量レベルと異なる音量レ ベルで調整したほ
うがよいことがあります。

7. REC OUT: 録音出力端子

他の録音機器をこの固定レベルステレオ出力に接続して	Model	One	BT		から録音でき
ます。プリアンプ又はアンプのオーディオ入力とつ	なぐことで、高性能のアナログチュー
ナーとしても	Model	One	BT	が使	えます。この出力端子に接続したときは、モデルワン
BT	の主スピー	カーからも音が出ます。	この端子には、3.5mm	ステレオミニプラグを使
うことができます。
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Bluetooth®に対応した機器を接続する
Bluetooth®に対応した機器を接続し、ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。	【

ご注意】接続するBluetooth®に対応した機器の取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品との
接続を行って	ください。　本製品はBluetooth®	に対応しています。
1. 接続するBluetooth®に対応した機器の状態を確認する	他の機器とBluetooth®接続さ
れていないことを確認してください。他の機器と接続されている場合は、接続を	解除し
てください。

2. Bluetooth®モードにする	 前面パネルのモード切替スイッチをBT	 AUXの位置
に合わせてください。Bluetooth®モードになり、接続可能な	 状態になります。		
【ご注意】Bluetooth®モードでは接続されている機器側で音量を調整することができま
す。本製品の前面パネルの	音量調節ボリュームを約1/4の位置に合わせたあとで、接続
する機器側で音量調節をしてください。

3. ペアリングの準備をする	 接続するBluetooth®に対応した機器のBluetooth®
機能を動作させてください。接続できる機器の検索(スキャン)が	 始まります。	
【ご注意】本製品に近づけてペアリングを行ってください。	

4. ペアリングを開始し、機器を登録する	 検索（スキャン）が終了すると、接続するBlue-
tooth®に対応した機器の画面に、接続可能な製品が表示されます。	「Tivoli	Bluetooth（
未接続）」を選択して、ペアリングを開始してください。	ペアリングが正常に終了すると、
表示が「Tivoli	Bluetooth（接続）」に変わり、本製品より接続完了の確認音が	聞こえます。		
【ご注意】PINコード（パスワードまたはパスコード）の入力指示が表示される場合は、
「0000」	（ゼロを４つ)を入力してください。

より良い受信について
内部	FM	/	AM	アンテナでも良好に受信できますが、オプションの外	部アンテナによってさら
に最適な受信状態になります。75Ωの同	軸ケーブルを外部FM	端子に接続することでより良
く受信できま	すが、ご家庭で使用しているケーブルテレビ会社に、このサービス	について確
認する必要があります。	AM	ラジオを聴くには、最適な位置にラジオの向きを変えて下さい。	
別売の外部AM	アンテナを使うとAM	の受信状態が良くなること	があります。	鉄筋コンクリー
ト、鉄、アルミニウム製の壁板を用いた建物では受	信状態が悪くなります。家庭用電気製品·	
電気毛布·	コンピュー	タ·ＣＤプレーヤーや他の電子機器が受信に影響したりノイズを出	し
たりする可能性があります。このような場合、モデルワンBT	の	受信を妨害している機器から
遠ざけるか、機器が接続されている回	路の電源コンセントとは違うコンセントにプラグを接
続してくだ	さい。金属表面もAM	受信を妨害します。
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設置場所について

お手入れについて
お手入れについて

設置場所について

お手入れについて

設置場所について
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無料修理規程
取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合
には無償修理をさせていただきます。※ネットオークションでお買い上げいただいた場合、
保証が適用されない場合があります。

無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店ま
でお申し付けください。　

次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

1. ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。

2. 	お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。

3. 	火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および
損傷。

4. 	本書のご提示がない場合。

5. 	本書に、お客様名、お買い上げ日販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえ
られた場合。

6. 	一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷	_。

7. 	ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。

8. 	腐食による故障および損傷。

9. 	樹脂加工やメッキの磨耗や打痕、プラスチック部の損傷。

10. 	故障の原因が本製品以外（電源など）にあってそれを点検、修理した場合。

本書は日本国内においてのみ有効です。（This	warranty	is	valid	only	in	Japan）
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主な仕様
型式  	 :		 チボリオーディオ　	Model	One　	BT

タイプ  	 :		 Bluetooth　	ワイヤレス技術搭載

ドライバ 		 :		 AM/FM	アナログモノラルラジオ

サイズ  	 :	 3	インチ(76.2mm)	フルレンジドライバ×	１

質量  	 :	 幅213×	高さ114×	奥行133	mm	1.88	kg

仕様は、予告なしに変更されることがあります。	Tivoli	Audio	は、予告なしに製品変更を行う権利を保有します。	Tivoli	
Audioロゴマーク、Model	One	BT	はTivoli	Audio,	Inc.の登録商標です。	Bluetooth®	の文字商標及びロゴマークはBlue-
tooth	SIG	社所有の登録商標で	す。また、Tivoli	Audio	はそれらの商標の使用許可を得ています。	他の商標及び商品名は、
其々の所有者に帰属します。	Tivoli	Audio	は操作上、技術上、或いは内容上の誤り、脱字に対して責任を	負いかねます。	
Tivoli	Audio	で他に興味をお持ちの製品の情報は、弊社ウェブサイトをご覧	頂くか、直接ご連絡下さい。
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※購入日を証明するレシートまたは送り状などを必ず添付してください。

【無償修理規定】
取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただき
ます。
※ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。
無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店までお申し付けください。
次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。

（１）ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（２）お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
（３）火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
（４）本書のご提示がない場合。
（５）本書に、お客様名、お買い上げ日販売店名の記入んのない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
（６）一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
（７）ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
（８）腐食による故障および損傷。
（９）樹脂加工やメッキの磨耗や打痕、プラスチック部の損傷。
（１０）故障の原因が本製品以外（電源など）にあってそれを点検、修理した場合。

）.napaJ ni ylno dilav si ytnarraw sihT（。すで効有みのていおに内国本日は書本

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

正規輸入代理店 ：  株式会社ネイビーズ
〒107-0062 東京都港区南青山 5-6-3 メゾンブラッシュ II 2F
電話：03-6434-1541　FAX:03-6434-1540 
support@navys.jp

Tivoli Audioサポートセンター情報
・電話番号：     03-6631-7839
・受付時間：10：00～19：00（土日祝除く）

品名：

お買い上げ日

様
客
お

販売店名・住所・電話番号

お名前

電話番号：
ご住所：（〒　　　ー　　　）

保証期間（お買い上げ日から）

1年間

年　　月　　日
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Tivoli Audio, Cooperatief
Mariaplaats 3

3511 LH Utrecht
The Netherlands

Tivoli Audio, Inc
Boston, MA USA
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